
商品名
ご注文の際には必ず
商品名・商品番号・数量・
金額をご記入ください。※ 表示価格は10㎝、消費税込のお値段です。

※ 　　　　   裏面に生地の縮小画像があります。
※ 生地は実物を50％の比較で縮小しています。
大柄紹介あり

ヨーロッパの田舎町の風景が
描かれたようなプリント布。
ボーダー布にこのまま使って
も効果的です。
抑えた色目で小さなピースに
も使えます。

細長いクジラがユーモラスな
USプリント布。
ブルーグレー系の色合いが
きれいです。
クジラの柄を意識せずストラ
イプ柄のような使い方もおす
すめです。

素朴な先染めチェック布。
バッグのマチ、パイピング、
タペストリーのラティスやボー
ダーなど幅広く使えます。

繊細な小花と水玉がグレー
のぼかしのベースにプリント
されています。
使い勝手の良い布です。

リネットさんの新作プリント布。
かわいい動物とソーイング小
物の組み合わせが優しい色
合いで描かれています。
針目が目立ちにくく裏布にもお
すすめです。

リネットさんの新作プリント布。
すっきりとしたカントリー調の
色合いです。
丸の柄を生かすようにピース
を裁つと面白いです。

小花模様がかわいいアン
ティーク風プリント布。
針目が目立ちにくいのでキル
トの裏布にもおすすめです。

A10と同じシリーズのUSプ
リント布。
素朴な星の柄とインディゴカ
ラーがすてきな布です。

先染め布には珍しいクリアな
白がきれいな布です。シンプ
ルな格子の織は無地布感覚
で使えます。ベビーキルトや
ぬいぐるみ、配色の差し色に
おすすめです。

以前にも紹介したことのある
とてもベーシックな先染め布。
斉藤の作品の土台布にも数
多く使われています。
使い勝手のとてもよい布です。

A14の色違い
A14より茶系の色味が強い
です。
A14と同様に幅広く使えま
す。

キルトパーティらしい配色には
欠かせないグレー系のグラ
デーションの先染めチェック
布。
バッグの土台布やアップリケ
のベース布におすすめです。

濃すぎないグレーの色目が使
いやすい先染めチェック布。
バッグのマチやタペストリー
のラティス、パイピングにおす
すめです。

斜めの地模様が浮かびあがるよ
うに織られた先染め布。
アップリケのベースや大きな
ピースにおすすめです。
起毛加工を施しているので
とても軽くて肌触りがよいです。
裁ちっぱなしでストールにしても
よいでしょう。

厚手の綿麻キャンバス地。深み
のあるこげ茶のぼかしのベース
に北欧風のシンプルな木と鳥が
プリントされています。
1枚布のバッグや木の柄を生か
してポーチを作ってもおしゃれで
す。

2019年第2回でも紹介した布。
しっかりと織られた綿の先染め
チェックに起毛加工をしている
のでウールのような風合いが楽
しめます。
1枚布のバッグやぬいぐるみ、
バッグのマチや底におすすめで
す。

※ こちらの生地は50％縮小ではありません。

色は布見本でご確認ください。

SALE
ミニカット
￥220 \176

一律 2019-08-Ａ01
30㎝～ 120- ミニカット 119-

￥220￥121/10㎝

商品番号

価格

細かい地模様に細い枝が縦に流れるようにプリント
されています。ベース使いに最適な布です。
落ち着いたグリーンの色目がハギレ使いや葉っぱの   
アップリケに欠かせない布です。細い線を葉脈に見立
ててもよいでしょう。
深みのある青の色目がきれいな布。
北欧風の色合わせにもおすすめです。

A01

A02

A03

A04濃すぎない黒の色目が使いやすい布。
落ち着いた配色のベース布におすすめです。

作り方プレゼント有
裏面を参照ください。

第    回 通信販売生地見本20％OFF

SALE

※生地見本はありません。

30㎝～ 　120-24473
ミニカット 119-24494

30㎝～ 　120-24475
ミニカット 119-24496

30㎝～ 　120-24476
ミニカット 119-24497ミニカット 119-24495

30㎝～ 　120-24474 30㎝～ 120-24477 ミニカット 119-24498

30㎝～ 120-24478 ミニカット 119-24499 30㎝～ 120-24479 ミニカット 119-24500 30㎝～ 120-24480 ミニカット 119-24501 30㎝～ 120-24481 ミニカット 119-24502

30㎝～ 120-24482 ミニカット 119-24503 30㎝～ 120-24483 ミニカット 119-24504 30㎝～ 120-24484 ミニカット 119-24505 30㎝～ 120-24485 ミニカット 119-24506

30㎝～ 120-24486 ミニカット 119-24507 30㎝～ 120-24487 ミニカット 119-24508 30㎝～ 120-24488 ミニカット 119-24509 30㎝～ 120-24489 ミニカット 119-24510

30㎝～ 　120-24490
ミニカット 119-24512ミニカット 119-24511
30㎝～ 　120-24491 30㎝～ 120-24493

2019-08-Ａ01 2019-08-Ａ02 2019-08-Ａ03 2019-08-Ａ04 2019-08-Ａ05

ミニカット\176
￥220￥176/10㎝2019-08-Ａ10 2019-08-Ａ11 2019-08-Ａ12 2019-08-Ａ13\140/10㎝

ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ ミニカット\176

ミニカット\176

￥220￥176/10㎝
\140/10㎝

\158/10㎝ ミニカット\176\158/10㎝ \176/10㎝

ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝

ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝ ミニカット\176
￥220￥176/10㎝

\140/10㎝

ミニカット\176

ミニカット\176 ミニカット\176

ミニカット\176

￥220 ￥220

￥220

￥220

￥220

2019-08-Ａ14 2019-08-Ａ15 2019-08-Ａ16 2019-08-Ａ17

2019-08-Ａ18 2019-08-Ａ19 2019-08-Ａ21￥220

￥220￥121/10㎝ ￥121/10㎝

￥121/10㎝

￥198/10㎝

￥143/10㎝

￥121/10㎝

￥220/10㎝

￥143/10㎝2019-08-Ａ06 2019-08-Ａ07 2019-08-Ａ08 2019-08-Ａ09\96/10㎝ ミニカット\176 ミニカット\176\96/10㎝

\96/10㎝ \96/10㎝

\96/10㎝

\114/10㎝ ミニカット\176\114/10㎝

30㎝～ 120-24492 ミニカット 119-24513
2019-08-Ａ20 ￥220￥198/10㎝

ミニカットの販売はありません

大柄紹介あり

大柄紹介あり 大柄紹介あり

大柄紹介あり

大柄紹介あり 大柄紹介あり

大柄紹介あり

大柄紹介あり

大柄紹介あり大柄紹介あり

先染め

先染め先染め先染め先染め

先染め先染め

http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007384/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007385/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007386/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007387/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007388/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007389/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007390/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007391/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007392/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007393/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007394/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007395/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007396/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007397/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007398/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007399/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007400/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007401/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007402/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007403/ct304/page1/recommend/
http://shop.quilt.co.jp/shopdetail/000000007404/ct304/page1/recommend/

